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論 文 の 内 容 の 要 旨 

 
ヨーグルトは、世界中で最も普及している発酵乳製品の 1 つであり、乳業界にとって経済的に重

要な製品である。そのため、ヨーグルトの物性の適切な制御は乳業メーカーにとって重要な課題で

ある。発酵乳製品の特性は原料乳の前処理に大きく影響を受ける。例えば、加熱処理は、乳清タ

ンパク質の変性を引き起こし、変性した乳清タンパク質とカゼインミセルとの間の相互作用を誘導

することが知られている。その結果生成される各種乳タンパク質複合体は、ヨーグルトの物理化学

的特性に変化を与える可能性がある。本研究では、原料乳の前処理として加熱処理に着目し、処

理条件を制御することによって、ヨーグルトのカード硬度の増強、および保水性の向上をはかること

を目的とした。 

加熱処理時の原料乳の pHが、可溶性タンパク質複合体の生成とヨーグルトの物理化学的特性に
及ぼす影響を検討するために、乳清タンパク質濃縮物（WPC）を添加した脱脂乳の pHを 6.3、
6.7、7.1に調整して 30分間 85℃で加熱したものを原料乳とし、 Streptococcus thermophilus 
及び Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricusをスターターとして調製したヨーグルトを実験
に供した。pH6.7の加熱乳から調製したヨーグルトは、非加熱乳または pH6.3 または 7.1の加
熱乳から作ったものと比較して、高い貯蔵弾性率 G’、保水量および硬度を示した。共焦点レ
ーザー顕微鏡（CLSM）の観察から、pH6.7の加熱乳から作ったヨーグルトは、乳タンパク質ネ
ットワークが他の pH条件の加熱乳から作ったヨーグルトよりも密であった。SDS-PAGE等の解
析から、pH6.7の牛乳を加熱すると、熱変性した乳清タンパク質とカゼインミセルが結合した複
合体および熱変性した可溶性タンパク質複合体の存在が確認され、これらの複合体の存在し



ている条件下でヨーグルトカードの硬度が最も大きくなることを見出した。また、可溶性タンパク

質複合体の割合が高い pH7.1の加熱乳で調製したヨーグルトは、乳清タンパク質とカゼインミ
セルの複合体の割合が高い pH6.3の加熱乳で調製したヨーグルトよりも G’が大きい傾向にあ
ることが明らかになった。 
加熱処理による可溶性タンパク質複合体の生成量とヨーグルトの物理化学的特性の関係を検討す

るために、WPC（1 %、2 %）を添加した脱脂乳およびWPC無添加脱脂乳を原料とし、非加
熱、または加熱処理した後にヨーグルトを調製した。2 % WPCの加熱乳から調製したヨーグル
トは、WPC無添加の加熱乳で調製したものよりも G’、保水量、および硬度がそれぞれ高く、よ
り緻密な乳タンパク質ネットワーク組織を有することを明らかにした。SDS-PAGEの解析から、
乳清中のβ-ラクトグロブリン（β-Lg）およびκ-カゼイン（κ-CN）の濃度はWPC濃度依存的
に増加した結果が得られ、互いに結合したβ-Lg とκ-CNの含量は脱脂乳より 2％WPCの加
熱乳で高く、より多くの可溶性タンパク質複合体が形成されることを明らかにした。 
次に加熱処理による可溶性タンパク質複合体の生成が酸凝固乳ゲルの物理化学的特性に及ぼす影響

を検討するために、タンパク質架橋剤であるグルタルアルデヒドを脱脂乳に添加し、カゼインミセル

からのκ-CN脱離を抑制した試料を用いて実験を行った。異なる濃度のグルタルアルデヒドを
添加した脱脂乳（SM-GTA）とグルタルアルデヒド無添加の脱脂乳を原料とし、非加熱、または
加熱処理した後に、グルコノラクトン（GDL）用いて酸凝固したゲルの各種物理化学的特性測
定と CLSMによる乳タンパク質ネットワーク構造の観察を行った。GTA無添加の加熱乳から
調製した酸凝固乳ゲルは、加熱した SM-GTAから調製した酸凝固乳ゲルより高い硬度、保水
量、G’を示すとともに、より緻密な乳タンパク質ネットワーク構造を有していた。また SDS-PAGE
の解析結果より、GTA濃度の増加とともに乳清中のκ-CNの濃度が減少することが確認さ
れ、GTAがκ-CNのカゼインミセルからの脱離を抑制し、可溶性タンパク質複合体の形成を
抑制することを明らかにした。以上のことから、加熱処理による酸凝固乳ゲルのカード硬度の

増加と保水性の向上は、可溶性タンパク質複合体の生成が重要な役割を果たしていると結論

した。  
本研究から、適切な pH に調整した原料乳の加熱処理は、ヨーグルトのカード硬度の増加と

保水性の向上に能力を増加させることを実験的に示すとともに、加熱処理による乳タンパク質

複合体の形成が、ヨーグルトのような酸凝固乳ゲルの保水能を増強し、より強靭なゲル形成の

ために重要であることを明らかにした。 
 

審 査 結 果 の 要 旨 
 

本論文は、ヨーグルトカードの硬度の増加、および離漿の抑制をはかるために、乳

清タンパク質濃縮物（WPC）の添加と加熱処理の併用に着目し、原料乳の pH と加熱

温度条件がカード硬度と保水性の変化に及ぼす影響と機構について実験的に検討した

結果をまとめたものである。 
その内容は以下のように 3 部に分類要約される。 
 
【加熱処理前の WPC 添加乳の pH がヨーグルトの物理化学的特性に及ぼす影響】 



乳清タンパク質を増強した脱脂乳の pH を 6.3、6.7、7.1 に調整し、30 分間 85℃で

加熱した。 pH6.7 の加熱乳から作ったヨーグルトは、非加熱乳または pH6.3 または

7.1 の加熱乳から作ったものと比較して、高い貯蔵弾性率 G '、保水量および硬度を示

した。共焦点レーザー顕微鏡（CLSM）の観察から、pH6.7 の加熱乳から作ったヨー

グルトは、乳タンパク質ネットワークが他の pH 条件の加熱乳から作ったヨーグルト

よりも密であった。SDS-PAGE 等の解析から、pH6.7 の牛乳を加熱すると、熱変性し

た乳清タンパク質とカゼインミセルが結合した複合体および熱変性した可溶性タンパ

ク質複合体の存在が確認され、これらの複合体の存在している条件下でヨーグルトカ

ードの硬度が最も大きくなることを見出した。 
【加熱処理による可溶性タンパク質複合体の生成量とヨーグルトの物理化学的特性の関係】 

WPC（1 %、2 %）を添加した脱脂乳および WPC 無添加脱脂乳を原料とし、非加

熱、または加熱処理した後にヨーグルトを調製した。2 % WPC の加熱乳から調製した

ヨーグルトは、WPC 無添加の加熱乳で調製したものよりも G '、保水量、および硬度

がそれぞれ高く、より緻密な乳タンパク質ネットワーク組織を有することを明らかに

した。SDS-PAGE の解析から、乳清中のβ-ラクトグロブリン（β-Lg）およびκ-カゼ

イン（κ-CN）の濃度は WPC 濃度依存的に増加した結果が得られ、互いに結合した

β-Lg とκ-CN の含量は脱脂乳より 2％WPC の加熱乳で高く、より多くの可溶性タン

パク質複合体が形成されることを明らかにした。 
【加熱処理による可溶性タンパク質複合体の生成が酸凝固乳ゲルの物理化学的特性に及ぼす影響】 

異なる濃度のグルタルアルデヒドを添加した脱脂乳（SM-GTA）とグルタルアルデ

ヒド無添加の脱脂乳を原料とし、非加熱、または加熱処理した後に、グルコノラクト

ン（GDL）用いて酸凝固したゲルの各種物理化学的特性測定と CLSM による乳タン

パク質ネットワーク構造の観察を行った。非加熱区とは異なり GTA 無添加の加熱乳か

ら調製した酸凝固乳ゲルは、加熱した SM-GTA から調製した酸凝固乳ゲルより高い硬

度、保水量、G 'を示すとともに、より緻密な乳タンパク質ネットワーク構造を有して

いた。また SDS-PAGE の解析結果より、GTA 濃度の増加とともに乳清中のκ-CN の

濃度が減少することが確認され、GTA がκ-CN のカゼインミセルからの脱離を抑制

し、可溶性タンパク質複合体の形成を抑制することを明らかにした。以上のことか

ら、加熱処理による酸凝固乳ゲルのカード硬度の増加と保水性の向上は、可溶性タン

パク質複合体の生成が重要な役割を果たしていると結論した。  
本研究から、原料乳の加熱処理は、ヨーグルトのカード硬度の増加と保水性の向上

に能力を増加させることを実験的に示すとともに、加熱処理による乳タンパク質複合

体の形成が、ヨーグルトのような酸凝固乳ゲルの保水能を増強し、より強靭なゲル形

成のために重要であることを明らかにした． 
 

以上の内容について慎重に審査した結果、本研究で得られた知見は学術的価値がある

ものと判断し、審査委員全員一致で本論文が岐阜大学大学院連合農学研究科の学位論文

として十分価値あるものと認めた。 
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